
THE ROTARY CLUB OF NAGANO WEST

例会　毎週金曜日　12:30～13:30　ホテル国際２１
事務局

e-mail:nwrc@sweet.ocn.ne.jp
FAX〒380-0838 長野市県町576 026（235）2800 026（235）0016

長野西ロータリークラブ

会長／清水 光朗 幹事／小山 浩太郎 クラブ会報委員長／轟 修平

SAA／村田 弘志 副 SAA／西沢 徹

会長挨拶 清水光朗会長

本日は当クラブのメンバーでもあります､ 伊東
義次北信第一グループガバナー補佐､ 高井亘ガバ
ナー補佐幹事､ 瀧澤聡ガバナー補佐副幹事をお迎
えしてのガバナー補佐事前訪問例会でございます｡
先輩諸氏を前にして､ ガバナー補佐事前訪問例会
とはなどと､ あらためて説明するなどおこがまし
い限りではございますが､ 自身への確認の意味を
込めてお話しさせていただきますことご容赦くだ
さい｡
簡単に申し上げますと､ ロータリークラブは１
年という単位でもってガバナーを選出し､ ガバナー
補佐はその役職名通り､ ガバナーの想いを具現化
するためにそれぞれの地域においてガバナーの示
す方向を伝達している訳でございます｡
次週は､ ガバナー公式訪問例会として望月宗敬
ガバナーをお迎えし､ 当クラブの活動状況を見て
いただき､ それに対してのご意見を賜る訳でござ
いますが､ その前に､ いま一度望月ガバナーの方
針と想いを確認する意味で本日のガバナー補佐事
前訪問例会が設けられています｡ 詳細については
後ほど､ 伊東ガバナー補佐に熱く語っていただき
たいと思います｡
それでは､ 本日のガバナー補佐事前訪問例会､
よろしくお願いします｡

幹事報告 小山浩太郎幹事

ここの所の大雨で鬼無里の方は､ 土砂災害等大

丈夫でしたか？茨城で堤防が決壊し大災害が発生

しています｡ 保険代理店をやっている関係で､ 流

された車の保険はどうなるのだろうと調べてみま

した｡ 結果は車両保険に入っていれば大丈夫だそ

うです｡ ですから車両保険に入ってない車は､ 高

い所にただちに非難することをお勧めします｡

・９月18日ガバナー公式訪問には望月宗敬ガバナー

と宮澤次郎地区副幹事とのお二人でみえます｡

・クラブメールアドレスを10月１日より変更しま

す｡ 通知を出しますので宜しくお願いします｡

長野女子高IACより 小池裕孝青少年奉仕委員長

長野女子高 IAC が北信地区合同東北研修に８

月17～18日行ってきました｡ スポンサークラブと

して費用を負担したのでお土産のずんだ餅を頂き

ました｡ お召し上がり下さい｡

秋のゴミゼロ運動について 斎藤社会奉仕委員長

秋のゴミゼロ運動は10月18日です｡ 地区大会と

重なってしまいましたので今回はクラブとして参

加しません｡ 地区大会に行かれない方は個人的に､

地域等でご協力ください｡

９／18 本日のプログラム

望月宗敬ガバナー公式訪問例会
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世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World



出席・ニコＢＯＸ報告 飯田弘己例会運営委員
９/11 (会員53名) 出席39名前々回修正出席率91.48％

☆全員からガバナー補佐を歓迎して1,000円ずつ☆

・青木茂人さん・福澤 寛さん・布施慶典さん

・林 智成さん・飯田弘己さん・池田修平さん

・井上明彦さん・柄澤重登さん・粕尾正康さん

・北川原健さん・小林健治さん・小池裕孝さん

・小山浩太郎さん・松本克幸さん・南 信行さん

・宮原友昭さん・村田秀雄さん・村田弘志さん

・中野欣哉さん・西沢 徹さん・野村泰久さん

・大橋東二郎さん・斎藤 泉さん・坂井史明さん

・清水光朗さん・清水 満さん・高橋英司さん

・高井新太郎さん・竹村利之さん・竹内喜宜さん

・竜野晃一さん・轟 修平さん・若麻績信昭さん

・山口和彦さん・山本博昭さん

・伊東義次さん☆先日父の葬儀に際しご丁重なる

御芳志を賜り厚く御礼申し上げます｡ 父は88歳

でして昨年末までは元気にバイクに乗っていま

した｡ １月頃から体調を崩し入退院を繰り返し

最期は施設で迎えました｡ 前日まで看護師さん

ともよく話をし元気そうでしたので突然の死に

戸惑いながらも､ ガバナー補佐としての任務を

皆さんのご協力でこなすことができました｡

ありがとうございました｡

・南 信行さん☆ご無沙汰していました｡

また､ よろしく｡

・坂井史明さん☆埼玉の家内へ綺麗なお花をいた

だきました｡ また私にも誕生お祝いを頂きあり

がとうございます｡

・合 計 53,000円 ・累 計 223,571円

先週は役目柄ノーバッチの方にニコ BOX に投入して

頂きまして失礼致しました｡ クラブ計画書の内規に無届

2,000円､ 無バッチ500円､ 遅刻早退500円､ 等々記載が

ありますように､ これをしっかりお読み頂きお支払の方

宜しくお願いします｡ ここに国家的表彰を受けた時10,000

円以上とあり私は頂けるものだと思っていましたがそう

ではなくて､ 嬉しい事､ 楽しい事があったら皆で分かち

合うというのがニコ BOX の趣旨のようでございます｡

(^o^)

会 員 卓 話 伊 東 義 次 さ ん

各クラブへの事前訪問では､
高井ガバ補幹事・瀧澤ガバ補副
幹事と共に３人で訪問しており
ます｡ 突然卓話を依頼されるな
ど大変なところもありますが､
お二人にも助けていただき今日

まで来ました｡ ガバナー補佐事前訪問としては西
クラブが６クラブ目になり残すは11月９日の長野
南クラブのみです｡ あと一息です｡ ガバナー訪問
は来週､ 長野クラブ・長野西クラブがあり､ 11月
の長野南クラブが最終訪問になります｡
大きな事業としては10月の地区大会・11月の

ＩＭ・会員セミナーがあります｡ IM はホストク
ラブになりますので､ 皆様のご協力をお願いいた
します｡
ガバナー補佐の役割： ｢地区レベルでの任務を

遂行し､ グループクラブの運営管理に関してガバ
ナーを補佐する｣ 望月ガバナーのメッセンジャー
の役割として各クラブに訪問しております｡ 北信
第一グループは､ 長野クラブに多くの会員増強が
あり､ ７月１日現在314名です｡ 他のグループで
は会員増強が厳しい中､ 素晴らしい増強です｡ 西
クラブは１名の純増で､ 各クラブでのばらつきは
ありますが､ 更に１名でも多く増強ができる様お
願いします｡
ガバナー輩出は (故) 山田友雄さん・綿貫隆夫

さんの２名｡ 2600地区になって初めての分区代理
(旧名称) ：1991年中山富太郎さん・分区代理1997
年 (故) 山田友雄さん､ ガバナー補佐：2002年柄
澤重登さん・2010年山口和彦さん｡ 皆様が活躍を
されてきました｡ 次年度は､ 更埴クラブでガバナー
補佐予定者が決まり､ ほっとしております｡ 又ガ
バナーノミニーが北信の順番になる様です｡ 皆様
にご協力をいただき､ ご推薦できる人が､ まとま
ればいいと思います｡ 会長､ ガバナー補佐経験者
が候補です｡ それから､ ４年後には再び西クラブ
にガバナー補佐が回ってきます｡ 私でもやってき
ております｡ 力のある皆様に期待をしております｡
宜しくお願いを致します｡
私は1999年入会しクラブ幹事・クラブ会長・地

区社会奉仕委員長など経験いたしました｡ クラブ
会長の時は､ 代表をしておりましたグループが破
綻し､ ロータリー活動が難しい状況の時､ クラブ
の皆様に励まされ､ 新しい会社を興し､ 現在に至っ
ております｡ 今がありますのはロータリーの皆様
の友情であります｡ クラブの皆様に感謝し､ まだ
10ヶ月ありますガバナー補佐の任務を頑張ってゆ
きたいと思います｡

例 会 案 内

９月25日 ゲスト卓話 ヨンジャン サントスさん

10月２日 ゲスト卓話 堀内 祥子さん

｢ジィ～ジ！元気に長生きイキしてね！｣


